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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明絶縁性基板上にゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体層、ソース電極およびドレイン
電極を順次設けて薄膜トランジスタを形成する工程と、
前記薄膜トランジスタのチャネル部を保護する窒化シリコン膜を形成する工程と、
前記窒化シリコン膜が形成された前記透明絶縁性基板上に該薄膜トランジスタ領域に起因
する段差部をなくすように表面が平坦化された感光性のあるアクリル系の透明性樹脂から
なる層間絶縁膜を形成する工程と、
該層間絶縁膜を露光・現像処理することにより、
該層間絶縁膜の前記ドレイン電極の上部にコンタクトホールを設けた後に、該コンタクト
ホール形成後の層間絶縁膜をマスクとして前記窒化シリコン膜をエッチング除去する工程
と、
該コンタクトホールを介して下部のドレイン電極と電気的に接続されるように該層間絶縁
膜上に透明導電膜からなる画素電極とを形成する工程からなる液晶表示装置用薄膜トラン
ジスタの製造方法であって、
前記層間絶縁膜にコンタクトホール部を形成し、前記窒化シリコン膜をエッチング除去し
たのち、
該コンタクトホール部に露出した前記下部のドレイン電極の表面を含む基板表面を、コン
タクト部表面を清浄化するために表面処理する工程
を含む液晶表示装置用薄膜トランジスタの製造方法であって、
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前記表面処理においては、前記ドレイン電極のコンタクトホールの表面に露出している部
分が化学薬液によりエッチングされ、
　前記ドレイン電極の膜厚のうち、前記透明性樹脂からなる層間絶縁膜の該コンタクトホ
ールを介して前記画素電極と電気的に接続される部分の膜厚が、その他の部分の膜厚より
も薄くされていることを特徴とする液晶表示装置用薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項２】
　透明絶縁性基板上にゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体層、ソース電極およびドレイン
電極を順次設けて薄膜トランジスタを形成すると共に前記ドレイン電極につながる接続電
極を形成する工程と、
前記薄膜トランジスタのチャネル部を保護する窒化シリコン膜を形成する工程と、
前記窒化シリコン膜が形成された前記透明絶縁性基板上に該薄膜トランジスタ領域に起因
する段差部をなくすように表面が平坦化された感光性のあるアクリル系の透明性樹脂から
なる層間絶縁膜を形成する工程と、
該層間絶縁膜を露光・現像処理することにより、
該層間絶縁膜の前記接続電極の上部にコンタクトホールを設けた後に、該コンタクトホー
ル形成後の層間絶縁膜をマスクとして前記窒化シリコン膜をエッチング除去する工程と、
該コンタクトホールを介して下部の接続電極と電気的に接続されるように該層間絶縁膜上
に透明導電膜からなる画素電極とを形成する工程からなる液晶表示装置用薄膜トランジス
タの製造方法であって、
前記層間絶縁膜にコンタクトホール部を形成し、前記窒化シリコン膜をエッチング除去し
たのち、該コンタクトホール部に露出した前記下部の接続電極の表面を含む基板表面を、
コンタクト部表面を清浄化するために表面処理する工程を含む液晶表示装置用薄膜トラン
ジスタの製造方法であって、
前記表面処理においては、前記接続電極のコンタクトホールの表面に露出している部分が
化学薬液によりエッチングされ、
前記接続電極の膜厚のうち、前記透明性樹脂からなる層間絶縁膜の該コンタクトホールを
介して前記画素電極と電気的に接続される部分の膜厚が、その他の部分の膜厚よりも薄く
されていることを特徴とする液晶表示装置用薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項３】
　前記窒化シリコン膜をエッチング除去する方法は、ドライエッチング法であることを特
徴とする請求項１または２に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項４】
　前記ドレイン電極が、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｔａおよびこれらの少なくとも２つの
金属を含む合金のうちから選ばれる少なくともひとつの材料からなり、さらに前記画素電
極が、酸化インジウム、酸化スズおよびＩＴＯのうちから選ばれる少なくともひとつの材
料からなる請求項１記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　前記接続電極が、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｔａおよびこれらの少なくとも２つの金属
を含む合金のうちから選ばれる少なくともひとつの材料からなり、さらに前記画素電極が
、酸化インジウム、酸化スズおよびＩＴＯのうちから選ばれる少なくともひとつの材料か
らなる請求項２記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタがゲート配線とソース配線の交
差部近傍にマトリックス状に形成されてなる透明性絶縁基板と、少なくとも対向電極およ
びカラーフィルタが設けられ、前記透明絶縁性基板と共に液晶を挟持する対向基板が備え
られてなる液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はアクティブマトリクス型液晶表示装置などに用いられるスイッチング素子の製造
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方法ならびにこれらの方法を用いて作製する液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は、ＣＲＴに替わるフラットパネルディスプレイの一つとして盛んに研究が
行われており、とくに消費電力が小さいことや薄型であるという特徴を活かして、電池駆
動の超小型テレビやノートブック型のパーソナルコンピュータの表示装置としてすでに実
用化されている。
【０００３】
液晶表示装置の駆動方法として、高表示品質の面から薄膜トランジスタ（以下ＴＦＴと記
す）をスイッチング素子に用いたアクティブマトリクス型ＴＦＴアレイが主として用いら
れている。
【０００４】
液晶表示装置の低消費電力化には、液晶パネルの画素部の有効表示面積を大きくすること
、すなわち画素の高開口率化が有効である。
【０００５】
このような高開口率の液晶パネルをうるための有効なＴＦＴアレイとして、走査電極、信
号電極、半導体層からなるＴＦＴの形成後に、これらを覆うように透明性樹脂からなる層
間絶縁膜を設けてから最上層に画素電極を形成する構造が、たとえば特許第２５２１７５
２公報、特許第２５９８４２０公報および特開平４－１６３５２８公報などに開示されて
いる。
【０００６】
前述した構造で高開口率がえられるのは主に以下の２点による。すなわち、特許第２５２
１７５２公報で説明されているように、透明性樹脂膜により表面が平坦化された層間絶縁
膜上に画素電極が形成されるので、従来の構造の画素電極の段差部分で生じていた液晶分
子の配向乱れによる表示不良（ドメイン現象）を無くすことができる分だけ表示有効面積
を増やすことができるという点。さらに、特許第２５９８４２０公報、特開平４－１６３
５２８公報で説明されているように、０．３μｍから２μｍと比較的膜厚の厚さ層間絶縁
膜上に画素電極を形成することによって、層間絶縁膜下層にあるゲート配線・ソース配線
と上層の画素電極間の電気的短絡を生じることがないため、これら配線にオーバーラップ
させるように広い面積で画素電極を形成することが可能である点である。
【０００７】
これらの高開口率ＴＦＴアレイ構造を実現するためのプロセス、たとえば透明性樹脂から
なる層間絶縁膜の形成方法などが、特開平９－９６８３７公報、特開平９－１２７５５３
公報および特開平９－１５２６２５などに詳しく示されている。
【０００８】
前記高開口率ＴＦＴアレイの製造工程を簡単に述べると、まずガラスのような透明絶縁性
基板上にゲート電極、ゲート絶縁膜、半導体層からなるＴＦＴおよびソース、ドレイン電
極を順次形成する。つぎに透明性樹脂からなる層間絶縁膜を形成し、コンタクトホールを
形成する。最後に画素電極を形成してＴＦＴアレイが完成する。画素電極は層間絶縁膜に
形成したコンタクトホールを介して下層のドレイン電極と電気的に接続される。
【０００９】
層間絶縁膜にコンタクトホールを形成する方法は、たとえば特開平９－１２７５５３公報
および特開平９－１５２６２５公報に記載されているように、用いる透明性樹脂が感光性
のものと非感光性のものとで以下の２つの方法に分けられる。
【００１０】
感光性の透明性樹脂を用いるばあいは、樹脂を塗布・焼成したのちにコンタクトホールの
マスクパターンを用いて露光・現像するという写真製版と同様の工程により所望のコンタ
クトホールを形成する。一方、非感光性の透明性樹脂を用いるばあいは、樹脂を塗布・焼
成した後でレジストを塗布し、写真製版にてコンタクトパターンを形成した後で、たとえ
ばＣＦ4、ＣＦ3あるいはＳＦ6のうちの少なくともひとつを含むガスでドライエッチング
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し、最後にレジストを除去して所望のコンタクトホールをうる。
【００１１】
もちろん、感光性樹脂を用いたばあいでも、後者のレジストマスクを用いたドライエッチ
ングでコンタクトホールを形成してもよい。また、透明性樹脂膜は有機系あるいは無機系
のどちらでもよい。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
前述の高開口率ＴＦＴアレイでは表示の品質の面から、層間絶縁膜のコンタクトホールを
介した上層の画素電極と下層のドレイン電極との電気的接続が良好である必要がある。電
気的接続の良好性は、一般的にコンタクトホール開口表面における画素電極とドレイン電
極の接触抵抗（以下、コンタクト抵抗と記す）で表され、開口面積５０μｍ□あたりのコ
ンタクト抵抗値としておおよそ１０Ｅ４Ω以下であることが要求される（以下、コンタク
ト抵抗値は、とくに注記しない限り開口面積５０μｍ□あたりの値を示す）。
【００１３】
ところが、透明性樹脂からなる層間絶縁膜を用いた高開口率ＴＦＴアレイの従来の工程で
は、１０Ｅ４Ω以下のコンタクト抵抗値を安定的にうるのが難しく、歩留まりの低下を招
くという問題点がある。
【００１４】
とくに画素電極とドレイン電極を接続するコンタクトホールは基板上にマトリックス状に
配列されるすべての画素部に形成されるため、基板上に一部でもコンタクト抵抗不良が発
生すると表示不良を引き起こし、歩留まりを低下させてしまう。したがって安定的に低コ
ンタクト抵抗をうることのできるコンタクトホール形成プロセスを確立することは非常に
重要なことである。
【００１５】
しかしながら、安定的な低コンタクト抵抗をうる層間絶縁膜のコンタクトホール形成方法
については、前述した特許公報には具体的には示されていない。またその他の関連特許・
文献においても示されたものは見られない。
【００１６】
本発明は、前述した問題点を解消し、透明性樹脂からなる層間絶縁膜を用いた高開口率Ｔ
ＦＴアレイにおいて層間絶縁膜のコンタクトホールを介した画素電極とドレイン電極との
コンタクト抵抗値が、安定的に１０Ｅ４Ω以下にすることができるＴＦＴアレイの製造方
法ならびにこれらの方法によって作製する液晶表示装置を提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
前記コンタクト抵抗値を増大させる要因として、本発明者らが有機系の透明性樹脂膜を層
間絶縁膜として用いて検討を行った結果、コンタクト抵抗が大きいばあいは、画素電極と
ドレイン電極のコンタクト表面に酸素や炭素系の物質が存在していることが判明した。
【００１８】
すなわち、これらの物質は主に透明性樹脂膜成分であり、
（１）コンタクトホール形成後の透明性樹脂膜の残さ物
（２）画素電極膜形成時の透明性樹脂膜の分解物
が生成原因であることが従来のＴＦＴアレイ基板とは異なる新たな知見である。
【００１９】
したがって、良好なコンタクト抵抗を安定的にうるには、前記（１）の残さ物および、（
２）の分解物を生成させない、あるいは生成してもこれらを除去できるような工程でコン
タクト表面を清浄化してやればよい。
【００２０】
以上の点から、本発明に係わる薄膜トランジスタの製造方法は、透明性絶縁基板上に、ゲ
ート電極、ゲート絶縁膜、半導体層、ソース電極、ドレイン電極を順次形成し、さらにこ
れらを覆うように透明性樹脂膜からなる層間絶縁膜を形成し、これにコンタクトホールを
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形成した後で、コンタクトホール部に露出した下部ドレイン電極またはドレイン電極につ
ながる接続電極の表面を含む基板表面全体を、コンタクト部表面を清浄化する効果を有す
る物理的、あるいは化学的な方法のいずれか一方、あるいはこれらの両方で表面処理する
工程を含むことを特徴とする。これらの表面処理によってコンタクトホール部の透明性樹
脂膜の残さ物を除去することができ、良好なコンタクト抵抗を実現することが可能となる
。
【００２１】
コンタクトホール形成後の層間絶縁膜の物理的な表面処理方法として、水素プラズマ処理
、ヘリウムプラズマ処理あるいは窒素プラズマ処理の中から選ばれる少なくともひとつの
工程を用いる。これらの表面処理を行うことによって、プラズマイオンによる衝撃により
コンタクトホール表面の透明性樹脂膜の残さ物を除去することができる。さらに、これら
の表面処理によって透明性樹脂表面が改質される結果としてもたらされる前記透明性樹脂
膜の加熱分解の抑制によって、画素電極膜形成時の樹脂分解物生成を抑制する効果も同時
に有する。
【００２２】
一方コンタクトホール形成後の層間絶縁膜の物理的な表面処理方法として、酸素プラズマ
処理を用いるばあいは、プラズマイオンの衝撃によるコンタクトホール表面の透明性樹脂
膜の残さ物を除去するメリットとは別に、逆にこの表面処理によって透明性樹脂表面が変
質を起こし、加熱分解の促進を引き起こしてしまうばあいがある。このばあいは表面処理
を行う前にコンタクト部のみを残して他の透明性樹脂膜全体をレジストで覆い、表面処理
を行った後でレジストを剥離する工程を追加するとよい。こうすることにより、透明性樹
脂膜に影響を及ぼすことなく、コンタクト表面部のみを清浄化することが可能となる。も
ちろんこの方法は、上記水素プラズマ処理、ヘリウムプラズマ処理および窒素プラズマ処
理を用いるばあいでも有効である。
【００２３】
また、コンタクトホール形成後の層間絶縁膜の別の物理的な表面処理方法として、水素イ
オン注入、ホウ素イオン注入、窒素イオン注入、リンイオン注入の中から選ばれる少なく
ともひとつの工程を用いる。これらのイオン注入を行うことによって、イオンによる衝撃
によるコンタクトホール表面の透明性樹脂膜の残さ物を除去することができる。さらに、
これらのイオン注入でもたらされる透明性樹脂表面の改質による樹脂の加熱分解の抑制に
よって、画素電極膜形成時の樹脂分解物生成を抑制する効果も同時に有する。
【００２４】
なお、コンタクト表面部を除く透明性樹脂膜全体をレジストで覆ってから前記イオン注入
処理を行い、そののちレジストを除去してもよい。このばあいは、透明性樹脂膜に影響を
及ぼすことなく、コンタクトホール表面のみを清浄化することが可能となる。
【００２５】
また別の物理的な表面処理として、画素電極と接続される下部ドレイン電極材料がエッチ
ング可能なガスを用いたドライエッチングで表面をライトエッチングする方法を用いる。
またこの方法と、前記プラズマ処理またはイオン注入処理を組み合わせてもよい。
【００２６】
つぎに、コンタクトホール形成後の層間絶縁膜の化学的な表面処理方法として、ドレイン
電極材料がエッチング可能な薬液で表面をライトエッチングする工程を用いる。ドレイン
電極エッチングによるリフトオフによって、コンタクト表面の透明性樹脂膜の残さ物を除
去することができる。
【００２７】
このばあいでも、コンタクト表面部を除く透明性樹脂膜全体をレジストで覆ってから前記
化学的表面処理を行い、そののちレジストを除去してもよい。このばあいは、透明性樹脂
膜表面に化学薬液による影響を及ぼすことなく、コンタクトホール表面のみを清浄化する
ことが可能である。
【００２８】
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以上のコンタクト表面を含む基板表面全体の物理的、化学的表面処理によって、下層ドレ
イン電極のコンタクトホール開口部分の膜厚が、その他の部分のドレイン電極膜厚に比べ
て薄くなっていることを形態上の特徴とするＴＦＴアレイ基板がえられる。この効果は、
物理的表面処理としてドライエッチングガスを用いたドライエッチングを用いたばあいや
、化学的表面処理のばあいにとくに顕著となる。
【００２９】
さらに本発明に係わる薄膜トランジスタの製造方法は、画素電極の形成において、透明導
電膜をスパッタリング法などを用いて成膜したのち、１５０℃から２５０℃の範囲であっ
てかつ成膜時の基板温度以上の温度で熱処理を行う。熱処理により、コンタクトホール開
口部における下層ドレイン電極との密着力が向上し、良好なコンタクト抵抗をうることが
できる。また熱処理により、透明導電膜の比抵抗値や透過率値の改善効果や、ＴＦＴアレ
イ基板全体のストレスを緩和させ、その電気的特性を改善する効果も有する。さらに、熱
処理により特性改善を行うことができるため、透明導電膜成膜時の基板温度を２５０℃以
下に設定することが可能で、その結果、層間絶縁膜からの分解生成物を抑制することも可
能となる。
【００３０】
さらに本発明に係わる薄膜トランジスタの製造方法は、透明性樹脂からなる層間絶縁膜を
形成する前に、ＴＦＴのチャネル部を保護する窒化シリコン膜を形成する。これにより、
ＴＦＴの電気的特性を安定化させることが可能である。
【００３１】
このような透明性樹脂／窒化シリコンの２層からなる層間絶縁膜にコンタクトホールを形
成する方法としてはいくつかの方法がある。
【００３２】
（１）窒化シリコンにあらかじめレジストマスクを用いたドライエッチングなどでコンタ
クトホールを形成しておき、さらに前記レジストマスク剥離後に透明性樹脂膜を形成して
コンタクトホールを形成する方法。
【００３３】
（２）窒化シリコン膜と透明性樹脂膜を連続形成し、透明性樹脂膜にコンタクトホールを
形成する。つぎにコンタクトホールを形成した透明性樹脂膜をマスクとしてドライエッチ
ングすることにより窒化シリコン膜にコンタクトホールを形成する方法。この方法では、
感光性の透明性樹脂膜を用いるばあい、写真製版と同じ露光・現像方法を用いて透明性樹
脂膜にコンタクトホールを形成することが可能である。
【００３４】
（３）窒素シリコン膜と透明性樹脂膜とを連続形成し、写真製版を用いて作製したレジス
トマスクを用いて、ドライエッチングにて透明性樹脂膜／窒化シリコンを連続エッチング
することによりコンタクトホールを形成する方法。この方法は、透明性樹脂膜が感光性・
非感光性のいずれのばあいでも可能である。
【００３５】
いずれの方法においても、コンタクトホール形成後に物理的あるいは化学的な表面処理を
行うことによって良好なコンタクト抵抗をうることが可能である。
【００３６】
なお（３）の方法では、レジストマスクをつけた状態で表面処理を行うことにより、透明
性樹脂膜表面に影響を及ぼさすにコンタクトホール部表面のみを清浄化することが容易に
できる。
【００３７】
さらに本発明に係わる薄膜トランジスタの製造方法は、ドレイン電極として、Ａｌ、Ｃｒ
、Ｃｕ、Ｍｏ、Ｔａあるいはこれらの金属を主成分とする合金から選ばれる少なくともひ
とつの材料を用い、また画素電極材料として、酸化インジウム、酸化スズあるいは酸化イ
ンジウムと酸化スズからなるＩＴＯ（Ｉndium　Ｔin　Ｏxide）から選ばれる少なくとも
ひとつの材料を用いることにより、良好なコンタクト抵抗を得ることが可能である。
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【００３８】
本発明に係わる液晶表示装置は、前述した本発明に係わる製造方法によって製造されたＴ
ＦＴがゲート配線とソース配線の交差部近傍にマトリックス状に形成されたＴＦＴアレイ
基板と、このＴＦＴアレイ基板と共に液晶を挟持する、対向電極カラーフィルタなどを有
する対向基板を備える。このため、高開口率の液晶表示装置を歩留まり良く生産すること
が可能である。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態についてさらに詳細に説明する。
【００４０】
実施の形態１
以下に、図を用いて本発明の一実施の形態について説明する。
【００４１】
図１および図２は、この発明の実施の形態１によるＴＦＴアレイ基板の製造方法を示す概
略断面説明図である。図１および図２において、１は透明絶縁性基板であり、２はゲート
電極であり、３は共通電極であり、４はゲート絶縁膜であり、５はａ－Ｓｉ膜であり、６
はｎ+－ａ－Ｓｉ膜であり、７はソース電極であり、８はドレイン電極であり、９はチャ
ネル部であり、１０は層間絶縁膜であり、１１はコンタクトホール部であり、１２はコン
タクトホール表面上の残さ物であり、１３は画素電極であり、１４はコンタクト面である
。また、ＴＰは物理的表面処理を示す。
【００４２】
まず図１（ａ）に示すように、ガラスなどからなる透明絶縁性ガラス基板１に、スパッタ
リング法などを用いてＣｒを成膜し、フォトリソグラフィ法にてゲート電極２および共通
電極３を形成する。
【００４３】
つぎに、プラズマＣＶＤ法などを用いて窒化シリコンからなるゲート絶縁膜４、アモルフ
ァスシリコン（以下、ａ－Ｓｉと記す）５、不純物をドープした低抵抗アモルファスシリ
コン（以下、ｎ＋ａ－Ｓｉと記す）６を順次成膜し、フォトリソグラフィ法を用いてａ－
Ｓｉ膜５、ｎ＋ａ－Ｓｉ膜６をパターニングして半導体層を形成する。
【００４４】
つぎに、スパッタリング法などを用いてＣｒを成膜し、フォトリソグラフィ法により、半
導体層のチャネル部９ならびにソース電極７、ドレイン電極８を形成してＴＦＴを形成す
る。
【００４５】
さらに、ＴＦＴによる段差部を無くし表面が平坦化されるように、感光性のあるアクリル
系透明性樹脂をスピンコート法などを用いて塗布・焼成して層間絶縁膜１０を形成したの
ち、フォトリソグラフィ法による露光・現像処理にてドレイン電極の表面の一部が露出す
るようにコンタクトホール１１を形成する。このとき、コンタクトホール開口部表面には
粒状もしくは一様な薄膜状態の異物が残さ物として残る。このばあいの残差物のほとんど
は層間絶縁膜１０を主成分としたものである。
【００４６】
つぎに図１（ｂ）に示すように、コンタクトホール部１１を含む層間絶縁膜１０の表面全
体を、物理的な方法を用いて表面処理する。この実施の形態では、表１に示すような数種
類の処理を行った。これにより、コンタクトホール表面上の残さ物はほぼ完全に除去され
る。
【００４７】
【表１】



(8) JP 4458563 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

【００４８】
最後に図２に示すように、スパッタリング法などを用いて基板表面温度を２００℃に設定
して酸化インジウムと酸化スズからなる透明導電膜ＩＴＯ（ＩndiumＴin　Ｏxide）を１
０００Åの膜厚に成膜した。そののち、２３０℃で６０分保持して熱処理を行ったのちに
フォトリソグラフィ法を用いてパターニングして画素電極１３を形成して所望の液晶表示
装置ＴＦＴアレイ基板をえた。
【００４９】
画素電極１３はコンタクトホール部１１のコンタクト面１４で、ドレイン電極８と電気的
に接続されている。
【００５０】
このようにしてえられたＴＦＴアレイのコンタクト面１４における画素電極１３とドレイ
ン電極８のコンタクト抵抗値は、表１に示すように、何も表面処理をしないばあいの１０
Ｅ８Ωに比べ、数１０Ｅ４Ω以下と大幅に低減されていた。
【００５１】
なお、表１に示されたそれぞれの物理的表面処理のプロセス条件は、それぞれの装置によ
ってその最適値が異なるものであるから、個々の使用装置に対して最適なプロセス条件を
設定すればよく、この発明において表１に示した数値に限定されるものではない。
【００５２】
この実施の形態でゲート電極２、共通配線３としてＣｒを、またソース電極７、ドレイン
電極８として同じくＣｒを用いたが、これに限定されることなく、たとえば、Ａｌ、Ｃｕ
、Ｍｏ、Ｔａを用いてもよい。これらの材料を用いると、比抵抗値が２５μΩ・ｃｍの低
抵抗な電極および配線が実現できるので好ましい。
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【００５３】
物理的処理としては表１に示した方法の他に、たとえばドレイン電極８がＣｒのばあいは
ＣＣｌ4＋Ｏ2などのガス、ＡｌのばあいにはＢＣｌ3＋Ｃｌ2などのガス、Ｃｕのばあいに
はＡｒなどのガス、そしてＭｏ、ＴａのばあいにはＣＦ4＋Ｏ2などのガスをそれぞれ用い
たドライエッチング処理を行ってもよい。ドライエッチング処理はドレイン電極８のコン
タクトホール部１１の膜厚が完全にエッチングされる前に終了させるが、他の部分の膜厚
に比べ１／２以上の膜厚を残して終了させることが好ましい（ライトエッチング）。なお
、これらドライエッチング処理と表１に示す表面処理を組み合わせてもよい。
【００５４】
また、ゲート電極２、共通電極３、ソース電極７、ドレイン電極８が全て同じ金属材料で
構成されている必要はなく、該金属材料の中から選ばれる異なる金属の組み合わせで用い
られていてもよい。一方、画素電極１３としては、ＩＴＯ膜以外にも酸化インジウム膜お
よび酸化スズ膜および酸化亜鉛およびその他の透明性導電膜を用いてもよい。
【００５５】
以上のような材料の組み合わせにおいても、本発明の実施の形態によれば、コンタクト面
１４におけるコンタクト抵抗値として１０Ｅ３Ω低下の低い値が実現できる。
【００５６】
なお、画素電極１３形成時の透明導電膜を成膜する際の基板表面温度は２５０℃未満に設
定することが好ましい。なぜならば表２に示すように、２４５℃±５℃以上の基板温度設
定では、この実施の形態におけるコンタクトホール表面の物理的処理を行ってもコンタク
ト抵抗が１０Ｅ６Ω以上に増大してしまうからである。
【００５７】
【表２】

【００５８】
これは、基板表面温度が２５０℃を超えると、層間絶縁膜１０が熱分解を生じ、ＩＴＯ成
膜の初期時のコンタクト面１４付近にこの熱分解生成物が取り込まれてＩＴＯ膜が成膜さ
れるためである。
【００５９】
さらに層間絶縁膜に熱分解が生じると、変色が起こり透過率の低下を招くという問題も発
生する。このことからも画素電極の透明導電膜成膜時の基板表面温度は２５０℃未満に設
定することが好ましい。
【００６０】
ただし、透明導電膜成膜時の基板設定温度を下げると密着力の低下を生じ、パターニング
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時に剥離を起こしたり、コンタクト面１４での剥離によるＩＴＯ膜の浮きのためにコンタ
クト抵抗の増大を招くこともある。この現象は基板表面の温度が１５０℃未満のばあいに
生じやすい。したがって、ＩＴＯ膜の成膜後は、成膜時の基板表面温度以上であって、か
つ最低でも１５０℃以上の温度で熱処理を行うことが好ましい。さらにこの熱処理温度は
、前述の層間絶縁膜の熱分解の問題から２５０℃以下とするのが好ましい。
【００６１】
なお、ドレイン電極と画素電極ＩＴＯとの電気的接続に関しては、ドレイン電極につなが
る接続電極を設け、該接続電極の表面上に形成された層間絶縁膜のコンタクトホールを介
してＩＴＯとの電気的コンタクトをとるばあいがある。このばあいも前記接続電極のコン
タクトホール表面を本実施の形態１と同様に表面処理することによって本発明と同等の効
果を奏することができる（実施の形態２～５においても同様である）。以上のようにして
形成されたＴＦＴアレイ基板と、従来と同様の対向基板とを組み合わせ、両基板で液晶材
料を挟持して液晶表示装置をうる。ＴＦＴアレイ基板には従来と同様にゲート配線および
ソース配線が設けられ、本発明のＴＦＴが、ゲート配線とソース配線の交差部近傍にマト
リックス状に形成されている。また、対向基板には対向電極やカラーフィルタが設けられ
ている。
【００６２】
実施の形態２
図３および４は、本発明の実施の形態２によるＴＦＴアレイ基板の製造方法を示す概略断
面説明図である。なお、図３において、１５は化学薬液であり、その他、図１および図２
に示した部分と同一の部分については同一の符号を付けて示してある。
【００６３】
本実施の形態においては、コンタクトホール部１１を含む層間絶縁膜１０表面全体を化学
的な方法で表面処理する以外の工程は図１に示す実施の形態１のばあいと同一である。
【００６４】
すなわち、この実施の形態における図３の（ａ）に示す基板は、実施の形態１における図
１の（ａ）と同一の工程で形成される。
【００６５】
つぎに図３の（ｂ）に示すように、基板を硝酸セリウムアンモニウム＋過塩素酸＋水から
なる化薬薬液１５に浸漬し、コンタクトホール部１１を含む層間絶縁膜１０の表面全体を
、化学的に表面処理する。
【００６６】
この処理によって、Ｃｒからなるドレイン電極８のコンタクトホール１１の表面に露出し
ている部分がエッチングされ、同時にコンタクトホール表面に残る異物１２がリフトオフ
により除去される。
【００６７】
化学薬液による表面処理は、コンタクトホール部のドレイン電極８が完全にエッチングさ
れる前に終了させるが、少なくとも他の部分のドレイン電極８の膜厚の１／２以上の膜厚
を残して終了させることが好ましい。
【００６８】
最後に実施の形態１における図２に示した工程の同様の工程を経て、画素電極１３を形成
して図４に示すような液晶表示装置ＴＦＴアレイをえた。
【００６９】
画素電極１３はコンタクトホール部１１のコンタクト面１４で、ドレイン電極８と電気的
に接続されているが、この実施の形態では、ドレイン電極８のコンタクトホール表面が化
学的エッチング処理により除去されているため、コンタクト面１４のドレイン電極８の膜
厚が他の部分の膜厚に比べて薄くなっていることが形態上の特徴となっている。
【００７０】
このようにしてえられたＴＦＴアレイのコンタクト面１４における画素電極１３とドレイ
ン電極８のコンタクト抵抗値は、表１に示すように、何も表面処理をしないばあいの１０
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Ｅ８Ωに比べ、数１０Ｅ４Ω以下と大幅に低減されていた。
【００７１】
なお、この実施の形態ではゲート電極２、共通配線３として３としてＣｒを、またソース
電極７、ドレイン電極８として同じくＣｒを用いたが、これに限定されることなく、たと
えば、Ａｌ、Ｃｕ、Ｍｏなどを用いてもよい。これらの材料を用いると、比抵抗値が２５
μΩ・ｃｍの低抵抗な電極および配線が実現できるので好ましい。
【００７２】
また、ゲート電極２、共通電極３、ソース電極７、ドレイン電極８が全て同じ金属材料で
構成されてる必要はなく、該金属材料の中から選ばれる異なる金属の組み合わせで用いら
れていてもよい。
【００７３】
図４の化学的表面処理に用いる化学薬液１５は、用いるドレイン電極８の金属材料を化学
エッチングすることができるものを用いなければならない。
【００７４】
たとえば、ドレイン電極８がＡｌおよびＭｏのばあいはリン酸＋硝酸＋酢酸＋水系を、Ｃ
ｕのばあいは過硫酸アンモニウム＋水系、Ｔａのばあいはフッ酸＋硝酸＋水系などの薬液
を用いることが可能である。
【００７５】
一方、画素電極１３としては、ＩＴＯ膜以外にも酸化インジウム膜および酸化スズ膜およ
びその他の透明性導電膜を用いてもよい。
【００７６】
以上のような材料の組み合わせにおいても、この発明の実施の形態によれば、コンタクト
面１４におけるコンタクト抵抗値として１０Ｅ３Ω以下の低い値が実現できる。
【００７７】
また、実施の形態１において表２に示したように、画素電極の透明導電膜成膜時の基板表
面温度は２５０℃未満に設定し、成膜後は、成膜時の基板表面温度以上であって、かつ１
５０℃以上２５０℃以下の温度で熱処理を行うことが好ましい。
【００７８】
実施の形態３
図５は、本発明の実施の形態３によるＴＦＴアレイ基板の製造方法を示す概略断面説明図
である。なお、図５においては、１６はパッシベーション膜であり、１７はフォトレジス
トであり、その他、図１～４に示した部分と同一の部分については同一の符号をつけて示
してある。
【００７９】
図５の（ａ）に示すように、本実施の形態では、透明樹脂からなる層間絶縁膜１０を形成
する前に、パッシベーション膜１６としてプラズマＣＶＤなどで窒化シリコンなどの無機
絶縁膜を形成することを特徴としている。この無機絶縁膜からなるパッシベーション膜１
６でＴＦＴのチャネル部９を保護することにより、直接透明性樹脂からなる層間絶縁膜を
形成するばあいに比べてＴＦＴの特性が安定するという効果をうることができる。
【００８０】
窒化シリコンによるパッシベーション膜１６のコンタクトホール１１は、マスクとしてフ
ォトレジスト１７を用い、たとえばＣＦ4＋Ｏ2ガスなどを用いたドライエッチング法にて
形成し、そののち、フォトレジスト１７を剥離する。
【００８１】
このとき、ドレイン電極８としてＣｒ、Ａｌ、Ｃｕを用いたばあいには図３（ｂ）に示す
ように、コンタクトホール１１のドレイン電極表面露出部には残さ物１２が残るばあいが
ある。これは主にドライエッチング時に生成されたフッ化物系異物である。
【００８２】
したがって、こののち、図１（ａ）に示すように透明性樹脂膜からなる層間絶縁膜１０を
設け、コンタクトホール部１１を形成したのちの表面の残さ物１２は、層間絶縁膜成分を
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主成分としたものと、ドライエッチング時のフッ化物を主成分としたものの両方が残るが
、以後、実施の形態１の図１（ｂ）～図２もしくは実施の形態２の図３（ｂ）～図４に示
すものと同一の工程により、所望の低コンタクト抵抗値を有する液晶表示装置用ＴＦＴア
レイをうる。
【００８３】
一方、ドレイン電極８としてＭｏ、Ｔａを用いたばあいは、窒化シリコンパッシベーショ
ン膜１６のコンタクトホール部１１形成時に、ＣＦ4＋Ｏ2ガスで同時に表面がドライエッ
チングされる効果を有するため、図５の（ｂ）においてコンタクトホール部表面には残さ
物１２はほとんど残らない。
【００８４】
したがって、こののち、図１（ａ）に示すように透明性樹脂膜からなる層間絶縁膜１０を
設け、コンタクトホール部１１を形成したのちの表面の残さ物１２は、層間絶縁膜成分を
主成分としたものが残る。
【００８５】
以後、実施の形態１の図１の（ｂ）～図２もしくは実施の形態２の図３の（ｂ）～図４に
示すものと同一の工程により、所望の低コンタクト抵抗値を有する液晶表示装置用ＴＦＴ
アレイをうることができる。
【００８６】
実施の形態４
図６は、本発明の実施の形態４によるＴＦＴアレイ基板の製造方法を示す概略断面図であ
る。なお、図６においては、図１～５に示した部分と同一の部分については同一の符号を
つけて示してある。
【００８７】
本実施の形態も、実施の形態３と同じく透明性樹脂からなる層間絶縁膜１０を形成する前
に、パッシベーション膜１６として窒化シリコンなどの無機絶縁膜を形成することを特徴
としているが、コンタクトホールの形成工程が異なっている。
【００８８】
図６の（ａ）に示すように、たとえば窒化シリコンなどからなるパッシベーション膜１６
をプラズマＣＶＤ法などで形成したのちに、感光性のある透明樹脂膜からなる層間絶縁膜
をスピンコート法などを用いて塗布・焼成し、フォトリソグラフィによる露光・現像処理
にてコンタクトホール部１１を形成した層間絶縁膜１０を形成する。
【００８９】
つぎに層間絶縁膜１０をマスクにして、たとえばＣＦ4＋Ｏ2ガスなどを用いたドライエッ
チング法を用いて窒化シリコンをエッチングする。
【００９０】
本実施の形態では、ドレイン電極８としてＣｒ、ＡｌまたはＣｕを用いたばあい、図４（
ｂ）に示すコンタクトホール部１１のドレイン電極８の表面には層間絶縁膜成分を主とし
た異物と、フッ化物を主成分とした異物が残さ物１２として残る。
【００９１】
またドレイン電極としてＭｏ、Ｔａを用いたばあい、ＣＦ4＋Ｏ2ガスを用いた窒化シリコ
ンのドライエッチング時に、Ｍｏ、Ｔａ表面を同時にドライエッチングできるので、フッ
化物を主成分とした異物は残らず、この後の図１の（ａ）の工程時に層間絶縁膜成分を主
とした異物のみが残さ物１２として残ることになる。
【００９２】
いずれのばあいでも以後、実施の形態１の図１の（ｂ）～図２もしくは実施の形態２の図
３の（ｂ）～図４に示すものと同一の工程により、所望の低コンタクト抵抗値を有する液
晶表示装置用ＴＦＴアレイをうる。
【００９３】
実施の形態５
図７は、本発明の実施の形態５によるＴＦＴアレイ基板の製造方法を示す概略断面説明図
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である。なお、図７においては、図１、２、３および図４に示した部分と同一の部分につ
いては同一の符号をつけて示してある。
【００９４】
本実施の形態も、実施の形態３および実施の形態４と同じく透明樹脂からなる層間絶縁膜
１０を形成する前に、パッシベーション膜１６として窒化シリコンなどの無機絶縁膜を形
成することを特徴としているが、コンタクトホールの形成工程がさらに異なっており、と
くに層間絶縁膜１０として非感光性の透明性樹脂を用いるばあいに適するものである。
【００９５】
まず図７の（ａ）に示すように、たとえば窒化シリコンなどからなるパッシベーション膜
１６をプラズマＣＶＤなどで形成し、続けて非感光性の透明樹脂膜からなる層間絶縁膜１
０をスピンコート法などを用いて塗布・焼成して形成する。
【００９６】
つぎにフォトリソグラフィ法によりコンタクトホール部１１形成用のマスクとしてフォト
レジスト１７を形成する。
【００９７】
つぎにフォトレジスト１７をマスクにして、たとえばＣＦ4＋Ｏ2ガスなどを用いたドライ
エッチング法を用いて層間絶縁膜１０とパッシベーション膜を連続エッチングしたのち、
フォトレジスト１７を剥離する。このばあいもはやり前述のごとく、ドレイン電極として
Ｍｏ、Ｔａ以外のＣｒ、Ａｌ、Ｃｕを用いたばあいには、図６の（ｂ）に示すコンタクト
ホール部１１のドレイン電極８の表面にはフッ化物を主成分とした異物が残さ物１２とし
て残ることがある。
【００９８】
以後、実施の形態１の図１の（ｂ）～図２もしくは実施の形態２の図３の（ｂ）～図４に
示すものと同一の工程により、所望の液晶表示装置用ＴＦＴアレイを得る。
【００９９】
また、本実施の形態の別のプロセスとして、フォトレジスト１７をマスクにしてたとえば
ＣＦ4＋Ｏ2ガスなどを用いて層間絶縁膜１０とパッシベーション膜を連続エッチングした
後、フォトレジストを剥離せずにつけたままの状態で、表１に示す物理的表面処理や、実
施の形態２に記載したような化学的表面処理を行う。そののち、フォトレジスト１７を剥
離する。
【０１００】
この方法によれば、コンタクトホール部１１の表面以外の層間絶縁膜１０の表面はフォト
レジスト１７で覆われているので、層間絶縁膜表面に物理的、化学的処理の影響を及ぼす
ことなく、コンタクトホール表面のみを清浄化するという本発明の効果をうることができ
る。
【０１０１】
なお、本実施の形態に限ることなく、実施の形態１から５においても、層間絶縁膜１０お
よびパッシベーション膜１６にコンタクトホール部１１を形成後、新たにコンタクトホー
ル部１１を除く層間絶縁膜１０表面全体を覆うようにフォトレジスト層を設けてから物理
的、化学的表面処理を行うことで、コンタクトホール部のみを清浄化することが可能であ
る。
【０１０２】
なお、前述した実施の形態１から実施の形態５では、半導体層としてアモルファスシリコ
ンを用いたばあいを示したが、多結晶シリコンであってもよい。
【０１０３】
以上、実施の形態２～５によってえられる液晶表示装置用ＴＦＴアレイ基板をそれぞれ用
いて実施の形態１と同様に本発明の液晶表示装置をうることができる。
【０１０４】
【発明の効果】
　本発明の請求項１にかかわる薄膜トランジスタの製造方法は、透明絶縁性基板上にゲー
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ンジスタを形成する工程と、前記透明絶縁性基板上に該薄膜トランジスタ領域に起因する
段差部をなくすように表面が平坦化された透明性樹脂からなる層間絶縁膜を形成する工程
と、該層間絶縁膜の前記ドレイン電極の上部にコンタクトホールを設け、該コンタクトホ
ールを介して下部のドレイン電極と電気的に接続されるように該層間絶縁膜上に透明導電
膜からなる画素電極とを形成する工程からなる液晶表示装置用薄膜トランジスタの製造方
法であって、前記層間絶縁膜にコンタクトホール部を形成したのち、該コンタクトホール
部に露出した前記下部のドレイン電極の表面を含む基板表面を、コンタクト部表面を清浄
化するために表面処理する工程を含むので、コンタクトホールを介したドレイン電極と画
素電極の電気的コンタクトを良好にする効果を奏するものである。また、前記表面処理に
おいては、前記ドレイン電極のコンタクトホールの表面に露出している部分が化学薬液に
よりエッチングされ、前記ドレイン電極の膜厚のうち、前記透明性樹脂からなる層間絶縁
膜のコンタクトホールを介して画素電極と電気的に接続される部分の膜厚が、その他の部
分の膜厚よりも薄くされているので、コンタクトホールを介したドレイン電極と画素電極
の電気的コンタクトを良好にし、コンタクト部表面を確実に清浄化できる効果を奏するも
のである。さらに、前記層間絶縁膜を形成する前に、前記薄膜トランジスタのチャネル部
を保護する窒化シリコン膜を形成する工程と、つぎに感光性のあるアクリル系の透明性樹
脂からなる前記層間絶縁膜を形成する工程と、露光と現像処理により下部のドレイン電極
の画素電極と電気的に接続される部分の該層間絶縁膜にコンタクトホールを形成する工程
と、該コンタクトホール形成後の層間絶縁膜をマスクとして前記窒化シリコン膜にコンタ
クトホールを形成する工程とをさらに含むので、ＴＦＴの特性の向上と安定化をもたらす
だけでなく、新たなフォトレジストマスクを形成することなく簡単にコンタクトホールを
形成できる効果をも奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態にかかわるＴＦＴの概略断面説明図である。
【図２】　本発明の一実施の形態にかかわるＴＦＴの概略断面説明図である。
【図３】　本発明の他の実施の形態にかかわるＴＦＴの概略断面説明図である。
【図４】　本発明の他の実施の形態にかかわるＴＦＴの概略断面説明図である。
【図５】　本発明の他の実施の形態にかかわるＴＦＴの概略断面説明図である。
【図６】　本発明の他の実施の形態にかかわるＴＦＴの概略断面説明図である。
【図７】　本発明の他の実施の形態にかかわるＴＦＴの概略断面説明図である。
【符号の説明】
１　透明絶縁性基板、２　ゲート電極、３　共通電極、４　ゲート絶縁膜、５ａ－Ｓｉ膜
、６　ｎ+－ａ－Ｓｉ膜、７　ソース電極、８　ドレイン電極、９チャネル部、１０　層
間絶縁膜、１１　コンタクトホール部、１２　残さ物、１３　画素電極、１４　コンタク
ト面、１５　化学薬液、１６　パッシベーション膜、１７　フォトレジスト。



(15) JP 4458563 B2 2010.4.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 4458563 B2 2010.4.28

【図５】 【図６】

【図７】



(17) JP 4458563 B2 2010.4.28

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  野海　茂昭
            東京都千代田区丸の内二丁目２番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  竹口　徹
            東京都千代田区丸の内二丁目２番３号　三菱電機株式会社内

    合議体
    審判長  相田　義明
    審判官  河口　雅英
    審判官  安田　雅彦

(56)参考文献  特許第２５９８４２０号公報（ＪＰ，Ｂ２）
              特開昭６３－１４０５５２号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２１９９５８号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－１９９０２９号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－２５４３４１号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１２７５５３号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－０１３５９８号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０６８９７１号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０９４４８１号公報（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１３５４６５号公報（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L21/28
              G02F1/136
              H01L29/786
              H01L21/336
              H01L29/78


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

